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『『『『戦姫戦姫戦姫戦姫★★★★クライシスクライシスクライシスクライシス@@@@

コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション

オンラインゲームの開発・運営

平、以下ゲームポット）と株式会社

ジ）は、各社の運営タイトルである

姫★クライシス』・ゲームポット運営

ネット』・コアエッジ運営）にて、2012

ョンキャンペーンを開催いたします

    

本キャンペーンは、両タイトルを

に登場します。 

カードバトル型ソーシャルゲームである

っており、キャンペーン限定の美麗

 

また、このコラボレーションに

企画「本日のプレゼントシリアル

なったキャラクターの別衣装の姿

入手できるこのチャンスを、どうぞお
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【【【【キャンペーンのキャンペーンのキャンペーンのキャンペーンの流流流流れれれれ】】】】    

    

①①①①    キャンペーン期間中、『戦姫★

内で『アルテイルネット』にて

    

②②②② ①で公開されたシリアルコードを

ワ」（『アルテイルネット」用カード

    

 

会社名 株式会社ゲームポット

（URL  http://www.gamepot.co.jp/

@@@@アクエリアンエイジアクエリアンエイジアクエリアンエイジアクエリアンエイジ』』』』××××『『『『アルテイルネットアルテイルネットアルテイルネットアルテイルネット（（（（Alteil.NetAlteil.NetAlteil.NetAlteil.Net

コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーションキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン開催開催開催開催！！！！    

運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区、代表取締役社長

株式会社コアエッジ（東京都品川区、代表取締役CEO：宮本貴志

タイトルであるソーシャルゲーム『戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

運営）とオンラインカードゲームコミュニティ『Alteil.Net』

2012 年8 月22 日（水）14：00～9 月5 日（水）23：59 の期間

いたします。 

タイトルを代表する人気キャラクターのカードが、コラボレーション

ゲームである『戦姫★クライシス』と『アルテイルネット』ならではの

美麗イラストカードを入手するチャンスです。奮ってご参加

このコラボレーションに合わせて『アルテイルネット』にてご好評頂いております

のプレゼントシリアル」を実施いたします。今回のプレゼント内容は、コラボレーションカードと

姿が描かれている、白き戦乙女「アイギナ」です。美少女

どうぞお見逃しなく。 
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キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン詳細詳細詳細詳細    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★クライシス』内マイページにキャンペーン特設ページが

にて使用可能なシリアルコードを公開いたします。 

されたシリアルコードを『アルテイルネット』内で入力すると、コラボレーション

カード）を獲得できます。 

平成24 年8 月22 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/  ） 

Alteil.NetAlteil.NetAlteil.NetAlteil.Net））））』』』』    

代表取締役社長：植田修

宮本貴志、以下コアエッ

アクエリアンエイジ』（以下『戦

』（以下『アルテイル

期間、コラボレーシ

    

コラボレーション先のタイトル

ならではの内容とな

参加下さい。 

いております無料プレゼント

コラボレーションカードと

美少女カードを確実に
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ページが登場し、ページ

コラボレーション特製カード「ト



 
③③③③    キャンペーン終了後、②で「トワ

★クライシス』にて使用可能なシリアルコードのご

    

④④④④    ③で届いたシリアルコードを

戦乙女]アイギナ」（『戦姫★クライシス

 

トワトワトワトワ    

    

【【【【キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン期間期間期間期間】】】】    

2012 年8 月22 日（水）14：00 ～

 

【【【【「「「「戦姫戦姫戦姫戦姫★★★★クライシスクライシスクライシスクライシス」」」」用用用用シリアルナンバーシリアルナンバーシリアルナンバーシリアルナンバー

2012 年9 月10 日（月）定期メンテナンス

    

・・・・キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン特設特設特設特設ページページページページ：：：：http://blog.alteil.jp/?p=21053http://blog.alteil.jp/?p=21053http://blog.alteil.jp/?p=21053http://blog.alteil.jp/?p=21053

・・・・「「「「戦姫戦姫戦姫戦姫★★★★クライシスクライシスクライシスクライシス」」」」公式公式公式公式ページページページページ

・・・・「「「「アルテイルネットアルテイルネットアルテイルネットアルテイルネット」」」」公式公式公式公式ページページページページ

    

【【【【本日本日本日本日のプレゼントシリアルのプレゼントシリアルのプレゼントシリアルのプレゼントシリアル】】】】    

    

◆◆◆◆期間限定期間限定期間限定期間限定シリアルコードシリアルコードシリアルコードシリアルコード詳細詳細詳細詳細

○○○○シリアルコードシリアルコードシリアルコードシリアルコード    ：：：： wdqw-xwef

○○○○シリアルコードシリアルコードシリアルコードシリアルコード利用可能期間利用可能期間利用可能期間利用可能期間

○○○○獲得獲得獲得獲得できるカードできるカードできるカードできるカード    ：：：：白き戦乙女

※※※※本本本本シリアルはシリアルはシリアルはシリアルは Alteil.NetAlteil.NetAlteil.NetAlteil.Net でごでごでごでご

    

    

 

トワ」を獲得したお客様へ『アルテイルネット』内フレンドメール

なシリアルコードのご連絡をいたします。 

いたシリアルコードを『戦姫★クライシス』内で入力すると、コラボレーション

クライシス』用カード）を獲得できます。 

[[[[黒黒黒黒のののの戦乙女戦乙女戦乙女戦乙女]]]]アイギナアイギナアイギナアイギナ

 

～ 2012 年9 月5 日（水）23：59 

シリアルナンバーシリアルナンバーシリアルナンバーシリアルナンバー配布配布配布配布日日日日】】】】    

メンテナンス時 

http://blog.alteil.jp/?p=21053http://blog.alteil.jp/?p=21053http://blog.alteil.jp/?p=21053http://blog.alteil.jp/?p=21053    

ページページページページ：：：：http://company.gamepot.co.jp/special/senki/http://company.gamepot.co.jp/special/senki/http://company.gamepot.co.jp/special/senki/http://company.gamepot.co.jp/special/senki/    

ページページページページ：：：：http://www.alteil.jp/top_al2.php?releasehttp://www.alteil.jp/top_al2.php?releasehttp://www.alteil.jp/top_al2.php?releasehttp://www.alteil.jp/top_al2.php?release    

詳細詳細詳細詳細    

xwef-ykvr-krij    

利用可能期間利用可能期間利用可能期間利用可能期間    ：：：：    8 月23 日（木） 23：59 まで    

戦乙女『アイギナ』 （レアリティ：EX）    

でごでごでごでご利用頂利用頂利用頂利用頂けけけけますますますます。。。。 

        

▲

フレンドメールから『戦姫

コラボレーション特製カード「[黒の

アイギナアイギナアイギナアイギナ    

 

▲白き戦乙女『アイギナ』 



 
■■■■アルテイルネットについてアルテイルネットについてアルテイルネットについてアルテイルネットについて 

「アルテイルネット」は、やりごたえのある

計 5 つのカードゲームを配信しております

知的好奇心を刺激する奥深いルール

すぐに始められる手軽さをご支持

国内最大級のオンラインカードゲームコミュニティです

 

■■■■アルテイルアルテイルアルテイルアルテイル    コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ公式公式公式公式 WEBWEBWEBWEB
・アルテイルネット公式ページ 

http://www.alteil.jp/top.php?release

・アルテイルⅡ ～銀陽帝大戦 

http://www.alteil.jp/alteil2/ 

・アルテイル ～神々の世界『ラヴァート

http://www.alteil.jp/alteil/ 

・ラヴァートヒーローズ公式ページ

http://www.alteil.jp/04_heros/

・ナポレオン ～ラヴァート大決戦

http://www.alteil.jp/05_napoleon/

・アルテイル神経衰弱 ミラージュマスター

http://www.alteil.jp/03_mirage/

・アルテイルネットグッズ公式通販

http://www.core-direct.jp/    
 

・・・・正式正式正式正式サービスサービスサービスサービス概要概要概要概要    

利用料金：月額無料 カード購入時

    

■■■■株式会社株式会社株式会社株式会社コアエッジコアエッジコアエッジコアエッジについてについてについてについて    

コアエッジは、これまでのアルテイルネット

です。オンラインカードゲームの運営

テンツを提供してまいります。 

 

株式会社コアエッジ ホームページ

 

 

 

 

 

 

 

やりごたえのある本格対戦型カードゲームから、簡単なトランプゲームまで

しております。 

いルール、2,000 枚を超える多彩なカードイラスト、ダウンロード

支持いただき、現在会員 ID85 万、サービス開始より 8 周年

のオンラインカードゲームコミュニティです。 

WEBWEBWEBWEB サイトサイトサイトサイト    
 

http://www.alteil.jp/top.php?release 

 公式ページ 

ラヴァート』年代記 公式ページ 

ページ 

/04_heros/ 

大決戦 公式ページ 

http://www.alteil.jp/05_napoleon/ 

ミラージュマスター公式ページ 

http://www.alteil.jp/03_mirage/ 

公式通販サイト コアダイレクト 

購入時 1 枚10 グランより（グラン＝ゲーム内通貨、1 グラン

    

これまでのアルテイルネット運営スタッフを中心に、平成 24 年 8 月 1 日に

運営ノウハウを活かし、業界最先端の“企画”をもって国内外

ホームページ http://www.core-edge.jp/ 

  

なトランプゲームまで 

ダウンロード不要で 

周年を迎えた、 

グラン＝1円） 

に設立された新会社

国内外へ魅力的なコン



 
■■■■戦姫戦姫戦姫戦姫★★★★クライシスについてクライシスについてクライシスについてクライシスについて    

【タイトル名称】 『戦姫★クライシス＠

【サービス開始】 2012 年3 月23 日（金

【ジャンル】 育成カードバトル 

【プラットフォーム】 「Mobage （モバゲー

【対応端末】 フィーチャーフォン： Flash Lite 1.1

スマートフォン： iOS 4.x

※一部端末を除きます。

【利用料金】 月額無料、一部アイテム

【『戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

＜フィーチャーフォン版＞ 

 

URL: http://pf.mbga.jp/12008674 

※ゲームをプレイするには、Mobage への

 

※本製品は TCG「アクエリアンエイジ」

※登場キャラクター名および世界観・ストーリーは

 

【公式サイト】  

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

アクエリアンエイジ公式サイト： http://www.aquarian

 

(C)BROCCOLI 

(C)Gamepot 

 

 

 

 

＠アクエリアンエイジ』 

金） 

モバゲー）（URL：http://mbga.jp）」 

Flash Lite 1.1 以上を搭載した端末 

iOS 4.x 以上を搭載した iPhone、Android OS 2.1～2.3 を搭載した端末 

。 

アイテム課金 

アクエリアンエイジ』へのアクセス方法】 

＜スマートフォン版＞ 

    

URL:http://sp.pf.mbga.jp/12008674 

への登録が必要になります。 

」のイラストを使用した育成カードバトルゲームです。 

・ストーリーは TCG「アクエリアンエイジ」とは別のものになります

アクエリアンエイジ公式サイト： http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

http://www.aquarian-age.org/） 

  

 

のものになります。 



 
株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて 
ゲームポットは2001年5月に設立した

インメント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは

レーションシップを擁しており、幅広く展開

ラインゲーム業界のリーダーとしての地位

（ http://www.gamepot.co.jp/ ） 

オンラインゲームオンラインゲームオンラインゲームオンラインゲーム    

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

スカッとゴルフ パンヤ    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

メビウスオンライン 

Livly Island COR 

THE SHOGUN 

お宝発掘 ホリキング 

トリックスター 

ソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲーム 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

童話スピリッツ    

狩りとも 

わグルま！    

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

ラテール イリス物語 

特殊戦隊クロニクル 

ゆるロボ製作所 

萌妖★クライシス 

 

 

した、オンラインゲーム等を開発・運営するサービスプロバイダーで、

ゲームポットは、他社の追随を許さない高度なゲーム運営ノウハウや

展開する戦略的パートナーシップ、ポートフォリオを組み合わせることにより

地位を確立しております。さらに詳しい情報は、ゲームポットの各ホームページをご

http://www.wizardry-online.jp/ 

 http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://www.theshogun.jp/ 

http://horiking.jp/entrance/ 

http://www.trickster.jp/ 

アクエリアンエイジ    http://company.gamepot.co.jp/special/senki/

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/

http://www.waguruma.jp/ 

のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/

http://company.gamepot.co.jp/special/zombie

http://www.latale.jp/smartphone/index.html

http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html

http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/

http://company.gamepot.co.jp/special/moeyou/

、現在、ソネットエンタテ

ノウハウや、海外開発会社とのリ

わせることにより、日本のオン

ホームページをご覧下さい。

http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

games.jp/support/gp_tksc/index.html 

http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/moeyou/ 


